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第２次江田島市総合計画審議会（第６回）議事録 
開催日時 平成２６年７月１０日（木）午後２時～４時 15分 

開催場所 江田島市役所 本庁 ２階会議室 

出席者 

■審議会委員（敬称略 関係団体の役職員については就任時の状況） 

木村 洋     広島県地域力創造課 課長（代理：山田参事出席） 

樋上 美由紀   江田島市教育委員会 委員（審議会副会長） 

小方 憲三    江田島市自治会連合会 会長 

藤田 里子    江田島市女性会連合会 副会長 

前田 政子    江田島市老人クラブ連合会 副会長 

冨田 美保    江田島市ＰＴＡ連合会 母親代表 

青木 博美    安芸地区医師会江田島ブロック ブロック長 

大石 君枝    江田島市社会福祉協議会 理事 

久保河内 鎮孝  江田島市漁業振興協議会 会長 

中谷 隆     県立広島大学 教授（審議会会長） 

■江田島市 

正井 嘉明    副市長 

山本 修司    企画部 部長 

【事務局：企画部企画振興課】 

畑河内 真    企画振興課 課長 

道本 浩二    企画振興課 主任 

越野 竜     企画振興課 主任 

【事務局：株式会社地域計画工房】 

山下 和也 

増村 嘉大 

欠席者 

■審議会委員（敬称略 関係団体の役職員については就任時の状況） 

村上 浩司    江田島市農業委員会 委員 

宇根川 昭男   江田島市商工会 副会長 

伊藤 富美雄   江田島市観光協会 会長 

フンク カロリン 広島大学 准教授 

傍聴者 ３人 

会議次第

及び資料 

 

会議次第 
１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 協議事項 

（１）平成25年度市民満足度調査の散布図について【資料1】 

（２）第１回市民ワークショップについて【資料2-1，2-2】 

（３）基本計画素案のたたき台案（市民満足度の高いまちづくり）について 

【資料3-1，3-2】 

（４）基本構想要約版案について【資料4】 

４ 閉会 
【資料】 

資料1 ：平成25年度市民満足度調査の散布図について 

資料2-1：第１回市民ワークショップにおける主な意見（要約版） 

資料2-2：第１回市民ワークショップについて（全体版） 

資料3-1：基本計画素案のたたき台要約版案（市民満足度の高いまちづくり） 

資料3-2：基本計画素案のたたき台案（市民満足度の高いまちづくり） 

資料4 ：基本構想要約版案について 
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会 議 記 録 

事務局 

 

１ 開会 

本日は，お忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。 

 

会議を開催するに先立ち事務局からお知らせします。 

本日の会議資料について，ご確認くださいますようお願いします。 

資料は，次第，委員名簿，資料 1から資料 4までございます。また，参考資料としまし

て，第５回審議会の議事録をつけております。もし，ないようでしたら事務局にお申し

付けください。 

 

本日の会議も，これまでの会議と同様に議事録を作成いたしますので，録音をさせてい

ただいております。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 

 

それでは，ただいまより第２次江田島市総合計画審議会の第６回を開催いたします。 

審議会は次第にそって進めさせていただきます。 

 

それでは，中谷会長からごあいさつをお願いいたします。 

会長 ２ 会長あいさつ 

お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

台風のこともありまして，私も長年広島に住んでいますが，瀬戸内沿岸というのは人災

はあるが天災は非常に少ないという風に常々感じておりまして，今回も台風が避けて行

きました。 

これも一つの大きな売りになると思っております。 

今日は，次第にもありますようにたたき台が出てきております。特に２本柱の一つであ

ります「市民満足度の高いまちづくり」に関して具体的な計画となるので，色んな意見

を集約してこれを改良していきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

事務局 ありがとうございました。 

本日の会議には 14名中，出席者は 10名，欠席者は４名となっています。よって，江田

島市総合計画審議会条例第７条第２項の規定により委員の２分の１以上の出席があり

ますので，会議成立の定数に達していることをご報告させていただきます。 

 

なお，欠席者は江田島市農業委員会 村上委員，江田島市商工会 宇根川委員，江田島

市観光協会 伊藤委員，学識経験者 広島大学 フンク委員の４名です。 

 

それでは審議会条例第 7条３項に会長は会議の議長となるとありますので，ここからの

進行は会長へお願いします。 

会長 ３ 協議事項 

それでは，早速でございますが，協議事項に入りたいと思います。 

次第にありますように，３（１）で平成 25年度市民満足度調査の散布図についてです。 

この件に関して事務局より説明をお願いします。 

事務局 （１）平成 25 年度市民満足度調査の散布図について【資料 1】 

それでは市民満足度調査の散布図についてということで，ご説明いたします。 

資料 1をご覧ください。 

（「平成 25年度市民満足度調査の散布図について」説明） 

 

※内容は資料 1のとおり 
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会長 ありがとうございました。 

資料 1の散布図は非常にわかりやすく出来ているのではないかと思います。 

事務局からもありましたが，満足度が低く重要度が高いＣのゾーンが，今後取組を検討

していかなければならないのではないかということです。 

また，満足度も重要度も高いＡのゾーンについても，まだ今後検討していかなければな

らないことはたくさんあるということです。 

 

Ａに関しては，福祉保健や安全安心といった辺り，重要度も満足度も高く，達成してい

ると言える部分が多いわけですが，それらの分野でもＣに入っているものは要注意とい

えるかと思います。 

例えば，医療機関の充実は福祉保健部門の中でもＣに入っているので注意していただき

たいという風に思います。 

全般的に重要度は高くなっているかと思いますが，個別に見ていくと，配慮しなければ

いけない，検討しなければいけない項目が浮き彫りになってくるかと思います。 

安全安心にしても，災害に備えた危機管理体制の構築はＣに入っていますし，避難所の

整備などといったところもＣに入っていますので，緊急を要するのではないかと思いま

す。 

そういう形で見ていただいた上で，お気づきの点はありませんでしょうか。 

 

教育・文化についてはＢに入っていて，重要度がそれほど高くないといわれ，満足度も

高いものが多くなっていますが，その辺りはどうでしょうか。 

後ほどのワークショップの意見でも出てくると思いますが，アンケート結果の数値で出

てくるものと違った意味合いが出てくるのではないかと思います。 

散布図だけ見ていると，教育・文化はもう良いのかなと言う気にもなるかもしれません。 

委員 アンケート結果なので，とやかくコメントをすることはなく数字を素直に受け止めて，

今後の検討材料としていけば良いのではないでしょうか。 

会長 その他，よろしいでしょうか。 

資料１は，協議事項（３）で基本計画のたたき台案を説明していただく際にも，見なが

ら説明を聞いていただければよいのではないかと思います。 

 

それでは（２）第１回市民ワークショップについて，資料の説明をお願いします。 

事務局 （２）第１回市民ワークショップについて【資料 2-1，2-2】 

それでは資料 2-1，2-2をご覧ください。 

（「第１回市民ワークショップについて」説明） 

 

※内容は資料 2-1,2-2のとおり 

会長 ワークショップ内容の要約版による説明があり，詳しい内容は資料 2-2に記載してある

と言うことです。 

 

参加者の内訳も記載してあります。 

第２回が先日開催されたわけですが，今回は第１回の「市民満足度の高いまちづくりに」

ついての内容ということでした。何かご意見などありませんか。 

審議会でも具体的なところで論議，話題に上った内容もあるかと思います。 

委員 ワークショップの現場での印象を教えてもらえればと思います。 

参加者も 66名のうち半分くらいが 40歳代までと。年齢別の構成をみると，30歳代の方

と 60 歳代の方が多くなっていますが，若い方の主な意見，高齢の方の意見というもの

が分かればと思います。 
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事務局 若い方は，自分の生活に密着したご意見，特に子どもを遊ばせる公園や休日保育などの

保育関係，仕事や産業，道の駅や宿泊施設という内容が多かったように思います。 

高齢の方は，トータル的に見られている印象があり，医療や地域の環境のこと，後継者

をどうやって育てていくか，といった視点からのご意見を頂いた印象を持ちました。 

今回は，各班で若い方から高齢の方までミックスするように配慮しましたので，どちら

かの意見に偏るということはなく，活発に意見を出していただけたという印象を持って

います。 

会長 若いとは言っても 30 歳代で，現役で江田島で活動している人たちということなので，

かなり具体的アイデアになっています。 

他にはありませんでしょうか。 

 

アイデアにあります市の出身者というのは，皆さんどういった方をイメージされていた

のでしょうか。 

事務局 

 

江田島市出身の方で，バレーの栗原選手や陸上の西塔選手，ピアノの小蔦さんなどがお

られます。 

市教育委員会が島から世界へという一つの教育目標を掲げており，島で育って世界に羽

ばたく人材を輩出していこうという目標で教育を進められているところです。 

その成果の一つの中で，世界で活躍する方が出てきていますので，島で教育を受けた恩

恵を島に返そうじゃないかという気持ちを持っていただいて，小学校や中学校でスポー

ツ教育を開いていただいたり，コンサートを開いていただくなど，子どもたちに返して

いく活動を熱心にやっていただいています。そういった事を見て感じておられる市民の

方が，とても良いことなのでもっと充実してやって欲しいという願いを持っておられる

ため，ワークショップでこれらの意見を出されたのではないかと思っています。 

事務局 ようこそ先輩というような事で，各小学校が取り組んでいるかと思います。 

各校の先輩で頑張っておられる方を年１回招いており，江田島小学校も今交渉している

のではないかと思います。アウディジャパンの社長に江田島出身の方がなられたので，

その方を呼んで話をして貰えればという段階で，子どもの励みになればと。 

教育委員会で何人か呼ばれているのではないでしょうか。 

委員 すごく有名でなくても，東京でレストランをやっているとか，ボクサーであるとか，近

い年代の人を呼んで頑張っている人たちの講演などは各校でやっています。 

会長 そういう人たちがたくさんいれば励みにもなるし，声も掛けやすくなるかと思います

が，あまり世界で有名になっている人と焦点を絞りすぎると数が限られてくるので，も

う少し広めに考えて，例えば広島県のアンテナショップ・ＴＡＵの店長も江田島の方で

すし，県外で活躍している，世界で活躍している人をリストアップしていって，そうい

う人たちに話して貰えるとよいかと思います。 

また，本人は違っても祖父母や両親が江田島出身だという方でも良いかと思います。江

田島に関連や思いを持っている人たちもどんどん呼び込めればと思います。 

以前にも話しましたが，市出身の大学生に声を掛けて塾の講師をやってもらうことなど

が出来れば，若い学生も江田島への思いが深くなっていくのではないかと思います。 

委員 塾ではなく，学校でもアシスタントなどで大学生に来ていただいたりしていますが，遠

いのでなかなか難しい面もあります。 

会長 市の出身者ということで，範囲を大きく広げて交流をしていただければ色々なイベント

が出来るのではないかと思います。 

委員 ワークショップ要約版の２頁に，個人的には最重要課題だと思っていますが，生活交通

の確保・充実があります。海上と陸上両方出ていますが，行政でも一生懸命取り組んで

いる内容だと思います。 

今後の参考になるような意見，良いアイデアなどは出てなかったでしょうか。 

稼働率，乗車率を上げるような方法を皆さんと取り組んで行かないと孤島になるので，

知恵を出し合って行ければと思っています。 

事務局 満足度を高めるというテーマで伺ったので，個別の意見は多くなかったですが，最終便

や料金などの使い勝手を良くして欲しいという意見が多かったように思います。 
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委員 委員が言われた通りだと思いますが，この件は公共交通協議会で協議している段階で，

コストの問題や利用者の問題など難しい面があります。 

この島にとって一番重要なのは海上交通だと思います。本土と島を結ぶ足なので，専門

分野で検討されて良い結果を出していただければと思います。 

会長 住民や地域が中心になってという枠組みでイベントなどが出ていますが，市民から盛り

上がってくるようなイベントというのはどうでしょうか。担い手が少なくなっていると

いう現状がありますが，皆さんの感想からして，何か出来そうとかどうでしょうか。 

委員 イベントというと，盆踊りやお祭りになりますが，非常に困難なところがあります。若

い人たちが少なく，子どもたちも親御さんもそこまでしなくて良いという考え方の人も

おられます。残していかなければならないという地域の動きもありますが，上手くいか

ない状況です。 

旧大柿町は４地域それぞれでは難しい状況になりつつあるので，４つの地域が協力して

盛り上げようと言うことで，４月から神社の整備などの取り組みを始めています。 

会長 旧上下町では地域の人や若い人が木をイルミネーションして一気に有名になりました

が，そういうイベントを立ち上げられないと知名度が低くなってしまいます。 

まず，地域の活動は知名度から始まるので，イベントが細るようになってくると心配に

なるので，仕掛けてでもイベントが必要になるかと思います。 

委員 ８月３日にサマーフェスタの花火大会があります。自衛隊の音楽隊なども参加してお

り，今までは呉とか広島とバッティングしていた状況でも 5,000人は集まっていました。 

運営等のほとんどがボランティアで，海上自衛隊も漁業組合もボランティア，市民で全

部のお金を出し合っています。昔は江田島町だけでしたが，今は市全体に波及しつつあ

るかなと思います。 

海上自衛隊のセレモニーが江田島らしく，他にはないので感動するかと思います。 

会長 間近に上がりますので，尾道の花火大会に匹敵する物が出来るのではと思っています。 

行政側も，より支援をしていただければと思いますが。 

事務局 市としても，今年は合併 10周年なので予算を組んで支援をしております。 

全市的に広がっており，協賛金も多数集まっているなど，江田島市の夏祭りとして定着

しつつあり，夏の風物詩になるよう頑張っていきたいと思います。 

今年は大玉も 30 発程上げる予定としていたり，広島市からのチャーター船が自衛隊の

桟橋に付けられるなど自衛隊による特例措置もあります。 

委員のみなさまにも多数ご参加いただきたいと思います。 

会長 イベントが弱ってくると，地域が非常に弱って来ると経験的に感じていますので，江田

島の名物になるような祭りが一つあると地域の人も集まってきますので，是非継続をし

ていただければと思います。 

委員 先ほど，市出身の有名な方の話がありましたが，そういう方の情報が耳に入りにくいの

で，どういう方がいるのかという一覧表でもあれば呼んだり申込みできたりするので，

そういった物があればと思います。 

委員 一覧の作成は以前から話があり，わかりにくい部分の方達もいるので，学校単位くらい

で調べて，一覧にしようという動きはあり，少しずつ出来ていますが，まだ声掛けをし

ている段階です。 

 

ワークショップの意見は皆さん熱心に考えられているなと思いますが，観光資源で宮島

の涅槃像を利用するというのはどういうことでしょうか。 

事務局 景色として，沖美の側からみると宮島の形が，涅槃像が横たわっている形に見えると言

うことで，それをなんとかＰＲして使えないかなということです。 

委員 能美から船を出して，宮島の周辺を船で回って見ていくのも良いかなと思います。 

委員 地元で良いなというスポットが意外と知られていなかったりします。 

以前，写真を撮られている方が島の景色にすごく感動されておられ，また泊まって撮り

たいと言われていましたが，住んでいると意外と分からないものかも知れません。 
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会長 目標にもなっていますが，観光客が増えるほど宿泊客相手の業者も興味を持ち始めて，

ペンション的な物も営業的に成り立つようになるとどんどん出来るかと思います。 

まず観光客に来て貰わないとそうなりませんので，イベントがきっかけになってくるか

と思います。 

委員 イベントとしては，能美町時代にトライアスロンが夏休みにあり，それは行政職員や団

体の人などがボランティアで出たり，民泊を受け入れたりしていました。 

そのイベントでは，子どもの親も含めて家庭ごと１つの民泊で受けるなどあり，そうい

った事でも住民も１つになれていたのかなと思います。 

京都や神戸から来られた方が，島の人は親切ですよねと言われたり，喜ばれたりしてい

たので，家族旅行などといった方向性の民泊も一つであるのかなと思います。 

委員 トライアスロンに替わるような形で，ＭＩＫＡＮマラソンがありますが，良い場所なの

で走ってから 1泊して帰りたいと思っても，泊まる場所がないと言われます。民泊も，

また来たいと言う人でも他の人たちを誘おうにも泊まるところがないと言われます。 

会長 江田島で今まで積み上げてきた事，おもてなしといえますが，それは大事にして売りに

していくことも大切かと思います。 

岩国の山賊のお店の人たちも，あの僻地でやれるのはおもてなしでお客に喜んでもらう

という精神からどんどん大きくなったということです。 

おもてなしに関しては住民の人たちで出来ることではないかと思います。 

三原の佐木島でもトライアスロンをやっていますが，大学の学生が運営をしています。

スポーツ分野であれば，学生に協力して貰って運営企画することもあるのではないかと

思います。 

委員 昨年のワークショップでは苦情といった意見が多いなと感じていましたが，今回は積極

的な意見がすごく上がっていたり，若い人たちからの意見もあり，これらが実現すると

良いなという内容だと思います。 

ブランド品はあるようでなかったり，食べる所やおみやげもない，道の駅や海の駅，イ

ベントへの思いなど，本当の市民の意見といえるので，これを利用して良い方向になる

よう，しっかりと考えていただきたいと思います。 

会長 他にはないでしょうか。 

 

アンケートとワークショップについての結果を踏まえて，基本計画のたたき台を作って

いただきましたので，続いて協議事項（３）の基本計画素案のたたき台案について事務

局から説明をお願いします。 

事務局 （３）基本計画素案のたたき台案（市民満足度の高いまちづくり）について 

【資料 3-1,3-2】 

それでは資料 3-1,3-2をご覧ください。 

（「基本計画素案のたたき台案について」説明） 

 

※内容は資料 3-1,3-2のとおり 

会長 ありがとうございました。 

資料 3-2が本体となりますが，まだまだ未完成のものということになりますので，こち

らを読んでいただき，書き加えていただきたいと思っています。 

まだまだ不十分で，主な取組など足りないのではないかなどあると思いますのでよろし

くお願いします。 

基本構想案を作った段階で，検討する時間や機会はあるでしょうか。 

事務局 本日，「市民満足度の高いまちづくり」についてご議論頂き，次回が８月か９月ごろに

なりますが「未来を切り開くまちづくり」についてご議論いただく予定です。 

その上で，市民ワークショップの結果を反映しながら，秋ごろに基本計画素案を作成し

審議会でご議論いただく流れになります。 

会長 素案の審議時に委員からの意見や追加事項を出すことになるのでしょうか，それとも事

前に事務局へ伝えた方が良いのでしょうか。 
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事務局 本日出して頂ける意見はお聞きし，後日でも事務局に伝えていただければと思います

が，所管部署での検討も必要ですので次回の審議会までに出していただければと思いま

す。 

会長 事前にと言うことですので，資料 3-2に目を通していただき，アドバイスや意見を直接，

メモや口頭で伝えていただければと思います。 

 

資料 3-1を説明していただきましたので，たたき台案について何かありませんでしょう

か。 

委員 今，市民の方にアンケートをしていると思います。今年の分の重要度，満足度が出ると

思いますが，数字は変わってくるのでしょうか。 

せっかく今年アンケートをやられて，どう活かされていくのでしょうか。 

事務局 本年度のアンケート調査は集計中ですので，結果は次回審議会に提示できればと考えて

います。 

重要度，満足度の数値は平成 25 年度の数値でいくことにしており，今年度のアンケー

ト結果は今後，どう変わっていくかを見ながら施策を考えるための資料と考えていま

す。毎年アンケートを行う予定にしており，施策がその年々でどのような評価を受けて

いるのか，変化を見ながらどういう施策を行うか，ローリングで見直しをするための資

料となります。 

基本構想などでは平成 25 年度数値を基準にしていますので，参考資料などとして取り

込むかは検討したいと思います。 

会長 資料１の散布図は平成 25年度のもので，平成 26年度の結果はいずれ審議会に提示され

るようです。それは修正の材料になっていくということだと思います。 

他はどうでしょうか。 

委員 相当な計画を作られ，施策の方向性や主な取組を書かれていますが，これをやることは

大変な事だと思います。これをやったからこうなったという結果は出るのでしょうか。 

事務局 この先５年や 10 年で取り組む内容のため，これからの内容なのですぐに結果は出ない

かと思いますが，見直しのタイミングでは結果を出すことが必要になるかと思います。 

会長 マイルストーンが設定してありますので，それの達成度をみて見直しをしていくと言う

ことになると思います。 

基本計画は 10 年で，実施計画は５年ということですので，具体的な成果は５年後にチ

ェックすることになります。 

事務局 資料 4の要約版の左側に総合計画の構成があります。基本構想が昨年度ご議論いただい

たもの，今議論しているのが基本計画で 10 年計画となります。個別施策を集めた実施

計画については５年を期間として毎年ローリングしていくことにしており，細かい施策

はアンケートの評価などを踏まえて入れ替えなども出てくると思います。 

あくまでも今後 10 年間どういった施策を行っていくかをご議論していただいている段

階であることをご理解いただければと思います。 

会長 ５年後の段階では，具体的な計画の見直しもありうるということです。 

10 年で何を達成しようかという計画を検討していただいているところですので，10 年

間の江田島市をイメージしながら考えていただければと思います。 

 

情報通信基盤の整備は出来ているのでしょうか。光回線網や Wi-fiなど。 

光回線が大切であり，市内に居住されていると実感がないかも知れませんが，情報通信

基盤が整備されている地域というのは大きな売りでして，これが整備されて初めて色々

な事業などが展開していきますので，これをもっと全面に打ち出していかなければ行け

ないように思っています。 

計画の主な取組にも出てきているように，光回線を活用する事業も呼び込めますし，ま

た起業するにしても光回線が整備されていればやりやすくなるところがあります。 
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会長 資料 3-1の２頁目に商工業の振興とありますが，今までは企業の誘致がスタンダードな

地域活性の方法ということでしたが，今は創業・起業の支援にシフトしてきていますの

で，こちらが 10 年を見据えると大事だと思います。情報インフラの整備とセットで，

創業・起業の支援がなんとかならないかなと思います。 

江田島でのブランド品を作り出して，内外に売り出していくというやり方や新しいビジ

ネスを展開していく必要があります。空き店舗の出店支援も，改修して創業支援の一貫

にという取組も各地でやっていますので，江田島も遅れずに，江田島に起業家を呼び込

んで，住んでもらい，活動してもらう施策も必要じゃないかと思います。 

委員 若い方が今までとは違う価値観で来られます。今言われたように，インターネットや web

を使った仕事，環境というものが大きなウェイトを占めていて，企業を立ち上げるとい

うものではなく，ちょっと自宅で仕事をされるという時の環境の支援が求められている

かと思います。 

会長 県の施策の１つのポイントも起業支援で，大きな会社をつくるのではなく小さな組織で

大きい収益を上げようという発想，ビジネスが一般的になりつつある状況です。 

中四国の各県が力を入れてやっていますし，アベノミクスの成長戦略のポイントの１つ

でもあり，かなり起業支援というのはプレッシャーを掛けられている部分でもありま

す。 

江田島市の 10 年を考えると，せっかくインフラも整備されていますので，マークして

いった方が良いかなと思います。 

 

他はないでしょうか。また，資料 3-2に目を通して，色々書き込んで意見を事務局に伝

えていただければと思います。 

 

最後に（４）の基本構想要約版案について説明をお願いします。 

事務局 （４）基本構想要約版案ついて【資料 4】 

それでは資料 4をご覧ください。 

（「基本構想要約版案について」説明） 

 

※内容は資料 4のとおり 

委員 広報などには出すのでしょうか。 

実施計画の５年単位で毎年ローリングとはどのような形になるのでしょうか。 

事務局 構想はすでに議会議決されているので，要約版については時期を見て広報に出していき

たいと考えています。 

実施計画のローリングについては，５年間分でまず作成し，毎年行う市民満足度調査な

どの結果を踏まえて，時代性や必要性を検討しながら事業の中身を入れ替えていく事に

なります。 

会長 基本構想の要約版は副会長にも事前に見ていただいておりますが，どうでしょうか。 

当初の案に比べると見やすくなっているかと思います。 

 

細かい部分の指摘は別として，大枠はこれてよろしければこれで広報等の原稿として活

用していただけたらと思いますが。 

委員 （異議なし） 

会長 この要約版を基本構想のパンフレットとして活用していただければと思います。 

皆さんの知恵を頂き，簡略化した見やすい物になったかと思いますので，以後は事務局

にてお願いいたします。 

 

議題は終わりましたが，全体を通して何かありますでしょうか。 

委員 資料１を見て，若い世代の中で安全安心や子育て環境のニーズが高まっている中で，Ａ

の区分にそれらが入っているのは素晴らしい事だと思います。 

市民満足度の高いまちづくりで，全てがＡであることに超したことはありませんが，良

い部分をさらに磨いていただければと思います。 
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会長 これに満足するわけにはいきませんので，先ほども申しましたようにＡから外れている

物もありますので対応していただければと思います。 

他にございませんか。 

４ 閉会 

それでは第６回の審議会は終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 


